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2021-2022 年度 

国際ロータリー会長／ シェカール・メータ     会長／ 堀江 卓男   副会長／ 杉原 朋之 

２６９０地区ガバナー／ 岩﨑 陽一       幹事／ 土江 光二   会 計 ／ 佐々木哲也 

 
■■■ 例会プログラム ■■■  

例 会 日 卓 話 者 演  題 

6 月 23 日 会長 堀江 卓男 一年を振り返って 

6 月 30 日 休  会  

7 月 7 日 次年度会長 杉原朋之 新年度会長方針   

7 月 14 日 次年度各委員長 クラブ協議会 「行動計画発表」

7 月 21 日 
前年度会計 佐々木哲也 

今年度会計 小汀 泰之 

前年度 決算報告 

今年度 予算報告 

■■■ 出席報告 ■■■   

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

37 28 9 (2) 80.00 % 

■■■ 欠席者 ■■■   

 荒木／來間／石原俊／石原輝／久家／大谷／園山 （牧野／黒田） 

■■■ 来訪者 ■■■  な  し 

■■■ メークアップ ■■■  

 6/17 飯塚詔(出雲南)     6/21 田中(松江しんじ湖)  

*********************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（7 月 7 日）  來間 久／石原俊太郎／板垣文江 

（7 月 14 日）  持田祐輔／釜屋治男／神田慎一 

■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■  

月 出雲中央  6/27  8/15・29(－)   
松江南  6/27  8/29   

8/8・15(－) 

火 出雲  6/28(－) 
松江しんじ湖  6/28  7/19     

8/2・16・30 

水 
大社  6/29(－)  7/6・27  8/24  

8/10・31(－) 

松江 7/20(－)  8/10・17(－) 

8/31   

木 (－) ； ビジター受付 なし 松江東  6/23・30・7/21(－) 

金 出雲南  6/24(－)  

■■■ 会長挨拶 ■■■   

皆さんこんばんは 今年度、最終例会となりました。 

今年度もコロナに振り回された１年でありました。１月２月は完全ＺＯＯＭで

配信したり、また連絡事項や週報等、ＬＩＮＥ配信で今までとかって違う事にご迷

惑とご心配をおかけしましたが、皆さんにご協力を頂きありがとうございました。 

そして、私の下手くそな例会挨拶を聞いて頂きましたが、挨拶を毎週考えて

いるうちに少しずつロータリーが分かってきました。こんな私に会長をさせて頂き

感謝をしております。各委員会活動を中心に一年を振り返りたいと思います。 

出席親睦委員会の皆様には、忘年会、月初めの誕生祝いをして頂きました。

コロナでご家族を招いてまでは、出来ませんでしたが楽しい設営をして頂きまし

た。神田委員長を初め出席親睦委員会の皆様ありがとうございました。 

プログラム委員会の皆様には、年度当初は、コロナも有りながらも、講師先

生を招いての例会、また会員の皆様、長老からの卓話もして頂き、引き受けて

頂いた会員の皆様にも感謝いたします。持田祐輔委員長を初めプログラム委

員会の皆様ありがとうございました。 

情報雑誌委員会の皆様には、毎月のロータリーの友詩の紹介をしていただき

ました。また、ロータリーの様々な情報を提供頂きました。大谷委員長を初め情

報雑誌委員会の皆様ありがとうございました。 

会員増強会員維持委員会の皆様には、今年度３名の会員を入れて頂きま

した。また、先週は３年ぶりに親睦趣味の会を開催して頂き嬉しく思っておりま

す。松浦委員長を初め会員増強会員維持委員会の皆様ありがとうございまし

た。松浦会員は来年も増強委員長されます。来年度もよろしくお願いします。 

クラブ広報、公共イメージ委員会の皆様には、毎週の週報の作成、毎月の

ホームページの更新、季節のたよりの作成、配布をしていただきました。佐々木

会員には、週報の作成、LINE にアップ等お世話になりました。加藤委員長を初

めクラブ広報、公共イメージ委員会の皆様ありがとうございました。 

クラブ管理運営委員会の杉原委員長には、円滑なクラブ運営、副会長とし

ての立場、未来ビジョン委員会の長等様々なところで活動して頂き、時には助

けて頂きました。ありがとうございました。 

職業奉仕委員会の皆様には、情報通信技術の勉強会の開催を例会行事

のコーヒーブレイクを使ってして頂きました。おかげ様で LINE 配信、ZOOM 例会

が出来るようになりました。また、LINE配信によるペーパーレスにもご尽力を頂き

ました。職場訪問例会はコロナでできませんでしたが、予定日の当日、來間会

員のお店から例会を配信しお店も紹介させていただきました。飯塚大幸委員長

初め職業奉仕委員会の皆様ありがとうございました。 

社会奉仕委員会の皆様には、９月に海岸清掃、４月に愛宕山公園の清掃

を行いました。また、くらし・生活無料相談会、ポリオ撲滅パネル展示、歳末助

け合い募金等多くの事業をして頂きました。福田磨寿穂委員長を初め社会奉

仕委員会の皆様ありがとうございました。 

国際奉仕委員会の皆様には、先ほどのポリオ撲滅パネル展示、使用済み切

手回収等をして頂きました。釜屋委員長を初め国際奉仕委員会の皆様ありが

とうございました。 

また、釜屋会員には、奉仕プロジェクト委員長として全体を取りまとめ頂きありが

とうございました。 

青少年奉仕委員会の皆様には、今年はコロナの影響で青少年新春コンサ

ートの支援ができませんでしたが、５月に青少年奉仕月間に合わせ、出雲市教

育長を招いての卓話をして頂きました。清原委員長を初め青少年奉仕委員会

の皆様ありがとうございました。また、清原会員には地区の青少年奉仕委員とし

て活動を頂きました。ありがとうございました。 

ロータリー財団委員会の皆様には、ロータリー財団年次寄付、ポールハリスフ

ェロー、百万ドルの食事等お世話になりました。小汀会員初めロータリー財団委

員会の皆様ありがとうございました。 

会計の佐々木会員には、財政ぎりぎりの中、健全財政に取り組んでいただき

ました。ありがとうございました。 

SAA の三好会員、副 SAA の原伸雄会員には、例会のスムーズな進行をし

て頂きありがとうございました。 

個人的に松浦会員、來間会員には、ＺＯＯＭ配信で自ら進んでご協力頂き

ました。お二人がいなかったらＺＯＯＭ配信が出来なかったと思います。本当に

お世話になりありがとうございました。 

事務局の勝部さんには、今年から始めたＬＩＮＥの発信、コロナ発生元情報

等、度重なる私からの電話等、事務局の仕事を超えたところまで対応頂きあり

がとうございました。 



最後になりましたが、土江幹事には、毎日のように私と連絡を取り合い、時に

は嫌な事も進んでして頂いたりと平田ロータリークラブ全体の運営を考え行動頂

きました。常にロータリーの事を考え目配り気配りの出来る素晴らしい幹事でし

た。今日の日が迎えることが出来たのも土江幹事のお陰と感謝しております。 

ありがとうございました。 

来年度は杉原会長です。どんなバトンを渡せたかは分かりませんが、皆様の

おかげでバトンを渡せる事に本当に感謝しております。一年間本当にありがとう

ございました。 

■■■ 理事会決定事項 ■■■   

〇久家正義・石原輝雄会員より退会届が提出され受理致しました。 

〇重親政継支店長異動により６月末をもって退会となりました。 

〇Web 例会で必要な機材代（パソコン、Web カメラ等 約２４万円）予備費

より拠出を決定 

〇ハイブリッド例会での ZOOM 参加者は画面上に顔出しで出席とする。 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．例会変更  

〇 大社ＲＣ  7/6(水)  初例会(夜間)    18：30 ～   

会場：島根ワイナリー 

           7/27(水)  早朝稲佐の浜清掃奉仕例会  6：30 ～   

           8/24(水)  早朝ラジオ体操例会  6：30 ～   

会場：乗光寺 

ビジター受付  11：30 ～ 12：30 事務局 (出雲商工会 ) 

〇 松江ＲＣ   8/31(水)  松江４クラブ合同例会(夜間)      

    ビジター受付  12：00 ～ 12：30  ホテル一畑 

〇 松江南ＲＣ 8/29(月) → 8/30(火) 松江４クラブ合同例会(夜間)  

  ビジター受付  12：00 ～ 12：30 松江エクセル H 東急1F ロビー 

〇 松江しんじ湖ＲＣ   8/30(火) 松江４クラブ合同例会(夜間)  

   ビジター受付  12：00 ～ 12：30  ホテル一畑 

２．休  会  

〇 大社ＲＣ      8/10・31(水)   定款による  

   ビジター受付  な  し 

〇 出雲中央ＲＣ   8/15・29(月)   定款による  

   ビジター受付  な  し 

〇 松江ＲＣ   7/20・8/10・17(水)  定款による  

    ビジター受付  な  し 

〇 松江東ＲＣ   7/21(木)  定款による 

ビジター受付  な  し 

〇 松江南ＲＣ   8/8・15(月)  定款による 

    ビジター受付 12：00 ～ 12：30 松江エクセルホテル東急1Fロビー 

〇 松江しんじ湖ＲＣ   7/19・8/2・16(火)  定款による 

ビジター受付  12：00 ～ 12：30  ホテル一畑 

３．メジャードナー認証の品 贈呈 

     恒松克己会員  レベル 1 

ポール・ハリス・フェローバッジの贈呈 

    小汀泰之会員   3 回目  ・  土江 光二幹事  1 回目 

４．出雲南ロータリークラブより 

   創立50 周年記念DVD をいただきました。 

５．ロータリー青少年交換プログラム 2023-24 年度派遣学生募集のご案内 

   交換地域：アメリカ合衆国・カナダ・台湾など 

   交換期間：2023 年8 月～2024 年7 月までの約1 年間 

   募集人数：３名程度 

   応募資格：2020 年8 月末に 15 歳から 18 歳未満生徒 

     〃   クラブ会員が責任を持ち得る家庭の子女 

   応募期限：地区 2022 年9 月16 日（金）  

         各ロータリークラブへの応募期限は 2022 年8 月31 日（水） 

  プログラム参加についての詳細は事務局まで  

■■■ 委員会報告 ■■■     

次年度プログラム委員会 ： 7 月の例会プログラム予定表配布 

■■■ スマイル ■■■   

江角ガバナー補佐・内藤グループ幹事 

（一年間お世話になりましたお礼の為お伺いし、ご挨拶をいたすところでした 

が、体調不良のため予定日にお伺いできず失礼ながら文章でのご挨拶とさ 

せていただきます。平田クラブの皆様一年間ありがとうございました。）  

堀江 （皆様一年間お世話になりました。）  

土江 （一年間大変お世話になりました。実りある一年でした。ありがとうござい

ました。）  

大島卓・田中・持田稔・釜屋  

（堀江会長・土江幹事、理事役員の皆様一年間大変ご苦労さまでした。）  

杉原・大島淳 （堀江会長、土江幹事、一年間お疲れさまでした。 

来年はよろしくお願い致します。）  

清原・松浦 （堀江会長、土江幹事 執行部の皆様、一年間お世話になりあり

がとうございました。）  

槇野 （堀江会長、土江幹事一年間大変お世話になりました。心より感謝申し

上げます。）  

飯塚詔 （堀江会長、土江幹事さん、コロナ禍の中でのロータリーの運営大変だ

った事と思います。一年間ご苦労様でした。）  

黒田 (堀江会長、土江幹事一年間お疲れ様でございました。最終例会でもあり

出かけようと思っていましたがやはり体調が優れずコメントだけにしました。) 

加藤 (堀江会長、土江幹事様 コロナ禍にも拘わらず素晴らしい一年を送らせ

ていただきました。ありがとうございました。) 

飯塚大 （堀江会長、土江幹事始め役員の皆様、一年間お疲れさまでした。素

晴らしい活動でした。）  

佐々木 （堀江会長、土江幹事、三好SAA、原副SAA お疲れ様でした。 

土江幹事は一年以上に及ぶお務めで大変お世話になりました。 

グループLINEへの週報掲載も順調に進んでおり、印刷費削減によるク

ラブ支出の抑制に寄与できていると思っています。）  

板垣 （堀江会長はじめ役員の方、一年間ありがとうございました。大変お疲れ

様でございました。）  

神田 （堀江会長、土江幹事一年間お疲れさまでした。並びに理事、役員会員

の皆様お疲れさまでした。出席親睦委員会、大変お世話になりました。) 

多久和 (入会して初めての夜間例会です。会員の皆さまそして堀江会長あり

がとうございました。 暑い日が続きますが次年度に向かって元気にスタ

ートしていきます。引き続きよろしくお願い致します。) 

三好 （一年間皆様大変お世話になりました。）  

原伸 （一年間大変ありがとうございました。スマイルタイムには多くのスマイルを

いただき感謝申し上げます。）  

重親 （７月１日付の異動で益田支店に転勤することにな

りました。３年間本当にお世話になりました。）  

■■■ 最終夜間例会 ■■■  

   
恒松 会員       小汀 会員        土江 会員 

  


